
樹園地（茶園）における需要に応じた生産体制の確立
活動期間：平成30年度～(継続中)

○ 牧之原地域は、県内屈指の茶産地だが、需要が高まっているペットボトル
茶原料生産体制への転換による収益性向上が課題。

○ 当地域の担い手41経営体に対して、延べ579回（H29-R1）の伴走支援を行
い、リーフ茶からの生産転換を図った。

○ 伴走支援により、21経営体が需要に応じた生産体制に転換した。
○ その結果、流通販売業者との販売契約面積が42ha増加し、販売額が67

百万円増加した。

具体的な成果

需要に対する生産転換支援
■21経営体の経営計画を策定し、リーフ茶

からペットボトル茶原料への生産体制に
転換し、販売額を増加した(H28→R１)。

①販売額（百万円）
1,827 → １,894  【67百万円増】

②販売先との契約面積（ha）
17 → 59 【42ha増】

効率的な茶園整備支援
■農地中間管理機構関連農地整備事業に

より、茶園6.4haを担い手10名に集積した。
■農薬散布時期の異なるリーフ茶とペットボ

トル茶生産園地をゾーニングし、
担い手が将来に
渡って耕作しや
すい整備計画
とした。

作業実績分析による労働生産性向上支援
■作業実績を分析し、生産性向上策を経営

体自らが考え、実践し、防除作業時間を
3.9%、摘採作業時間を17.3%削減した。

普及指導員の活動

需要が高まっているペットボトル茶原料へ
の生産転換を行い、収益性向上を図るため、
平成29年度から地域の担い手に対して伴
走支援を開始した。
<伴走支援>

平成29年度（試行）：16経営体 102回
平成30年度 ：38経営体 224回
令和元年度 ：36経営体 253回

計：41経営体 579回
（※重複経営体あり）

伴走支援では、経営実績の整理、経営計
画を策定指導し、生産転換を支援した。

同時に、効率的な茶園整備(生産コスト削
減)と集積を行うため、人・農地プランにより
担い手を明らかにし、基盤整備事業を推進
した。

また、担い手経営体に作業管理ツールを
導入し、作業時間削減方法の検討・実践を
支援し、労働生産性向上を支援した。

普及指導員だからできたこと

伴走支援だからこそ経営体に寄り添うこ
とができ、経営実績の整理から経営計画策
定までを支援することができた。

また、基盤整備計画や作業管理ツール導
入時には、現場の声を反映させ、経営体自
身による継続した取組になるように支援し
た。

静岡県
【重点プロジェクト計画】
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静岡県 
樹園地（茶園）における需要に応じた生産体制の確立 

 
活動期間：平成３０年度～ 
 
１．取組の背景 

志太榛原地域は県内屈指の茶産地であり、急須で淹れるリーフ茶主体の生

産体制を構築している。しかし、リーフ茶需要が減少し販売単価が低下して

いることから、需要が高まっているペットボトル茶原料生産に転換を図り、

収益性を向上させる必要がある。 
 
２．活動内容（詳細） 
  担い手の収益性を向上させるため、平成 29年度から地域の担い手に対して

伴走支援を開始した。 

  伴走支援では経営の現状を聞き取り、生産転換意向のあった経営体に対し

て将来の経営計画策定を支援した。 

 

（１）需要に対する生産転換支援   

伴走支援により、21 経営体の経営計画を策定し、リーフ茶生産からペッ

トボトル茶原料生産への生産体制に転換した。 

同時に、販売先との契約生産に必要な製茶機械を導入することで、契約

面積を拡大した。 

  41経営体に対し、延べ 579回（H29-R1）の伴走支援を実施した。中には、

年 20回以上の伴走支援した経営体もあった。 

  

（２）効率的な茶園区画整備支援 

  ペットボトル茶原料生産では、低コストで効率的な生産体制が求められ

ており、担い手の効率的な茶園区画整備を支援した。 

平成 30年度に農家負担｢ゼロ｣で基盤整備が実施可能な農地中間管理機構

関連農地整備事業が新設され、担い手から活用したいと要望が上がった。 

そこで、市町・ＪＡ・関係機関と人・農地

プランにより地域の担い手を明らかにし、基

盤整備計画の策定に取り組んだ。 

  また、担い手 10経営体のうち、４経営体が

ペットボトル茶原料を生産している。現地で

は農薬散布時期の違いによるドリフト問題が

起きていたため、担い手にリーフ茶園地とペ

ットボトル茶園地のゾーニングを提案し、検

討した。 

 

（３）作業実績分析による労働生産性向上支援 

  担い手の労働生産性を向上するため、スマートフォン等を用いて作業実

写真１ 基盤整備計画策定検討会 
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績を入力する作業管理ツールの活用を提案

し、生産性向上支援を行った。 

ツールの初期設定支援や入力方法の講習を

行い、入力が滞らないように経営体独自の入

力ルールを決定した。 

その後、作業管理ツールから作業実績を分

析し、生産性向上策を検討した。 

 

３．具体的な成果（詳細） 
（１）需要に対する生産転換支援 

伴走支援により、21経営体が生産転換計画を策定した。 

また、経営体とともに計画策定することで、経営体自身が自らの経営を

考える機会となった。 

この結果、21 経営体の販売額は平成 28 年度から 67 百万円増加し、流通

販売業者との契約面積は 42ha増加した。 

なお、静岡県内荒茶平均単価が 1,123円/kg (H28)から 984円/kg (R1) 

に 12%下落しているなか、販売額を増加していることは特筆すべきことであ

る。 

  

 

 

 

 

 

  

（２）効率的な茶園区画整備支援 

  担い手とともに基盤整備計画の策定に取り組んだ結果、59 名が所有する

茶園 6.4haを担い手 10名に集積した。 

また、ゾーニングを検討した結果、中央にリーフ茶生産園地、両端にペ

ットボトル茶生産園地を配置することができた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 生産性向上策検討会 

表１ 伴走支援による生産体制転換結果 

図１ 基盤整備地区における園地のゾーニング 

項 目 Ｈ２８ Ｒ１ 増 加 増加割合 

販売額（百万円）  1,827 1,894 67 百万円 104% 

販売先との契約面積（ha） 17 59 42ha 347% 

 

ペットボトル茶生産園地ペットボトル茶生産園地
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（３）作業実績分析による労働生産性向上支援 

労働生産性を向上するため、経営体内部で検討した｢作業方法のマニュア

ル化｣や｢機械の大型化｣を進めた。 

その結果、作業の統一基準ができ、作業効率が向上し、防除時間を 3.9%

削減、摘採時間を 17.3%削減することができた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．農家等からの評価・コメント（Ａ氏、Ｂ氏、Ｃ氏） 
  昨今の茶業情勢では、リーフ茶を作っても売れるか分からなかったが、経

営計画を策定して契約生産に転換することで、将来の経営を見通せるように

なった（Ａ氏）。 
  今回の基盤整備がモデルケースとなり、将来を見据えた茶園整備が他地区

にも広がってほしい（Ｂ氏）。 
  自ら必要だと考え作成した作業マニュアルは会社の財産となる（Ｃ氏）。 
 
５．普及指導員のコメント（志太榛原農林事務所 主任 中村孔秋） 

経営体と伴走することによって、経営体自身の成長を促す普及活動にする

ことができた。 

生産転換支援では、経営実績の整理から計画策定を支援し、必要な製茶機

械を整備することで流通販売業者との契約拡大を後押しできた。 

茶園区画整備支援では、普及指導員が検討会に参加することで、現場の情

報を関係機関に円滑に共有することができ、将来担い手が営農しやすい整備

計画とすることができた。 

 

６．現状・今後の展開等 
消費者の生活習慣や嗜好変化に伴い、実需者の需要も変化しており、需要

に応じた生産体制を構築していく必要がある。 

今後も経営体に伴走し、需要を見据えた、｢販売先と連携した生産支援｣、｢将

来も担い手が営農可能な茶園整備支援｣、｢経営体自身の活動による労働生産

性向上支援｣を行うことで、当地域における経営体育成及び産地強化に繋がる

普及活動を実施していく。 

 

防除履歴確認 茶畑に観察しに行く

茶園防除　作業マニュアル

社長と農薬屋に相談 農薬の確認

防除機と手掛け
割当を決める

防除機、手掛け
タンクの準備

防除を始める防除機、手掛け
の機械整備

農薬が効いているか確認
５～１０日後に茶園観察

次の農薬の相談をする

普通園

台切園
違いを確認

・茶畑が被らないようにする
・早場所の確認
・農薬量の確認

・虫や病気の適期確認
・農薬の値段確認

・倍率の確認

・しっかり掛かっているか
・茶畑に入っているか・オイル点検

・壊れていないか

・７～８割効果あるか確認

・ウンカスリップスは、１～３日
　で効果確認できる

・農薬が同じにならないように表作成

防除機洗い

・１日終わった時点でフィルター
のみ洗い
・空の状態で１日を終える

農薬の容器の処分方法
・３回洗い
・プルートは箱戻し
・ボトル、ビニル袋分ける

図２ 茶園作業時間割合       図３ 経営体自ら作成した防除マニュアル 
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